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1 月の社会保険労務と税務

1 月 10 日

○源泉徴収税額・住⺠税特別徴収
税額の納付

○雇用保険被保険者資格取得届の
提出 

○労働保険一括有期事業開始届の
提出 

1 月 31 日
○健康保険・厚⽣年⾦保険料納付
○法定調書の提出
○給与支払報告書の提出
（1 月 1 日現在のもの）
○労働保険料の納付
（延納第 3
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労働時間の把握が義務化されます。

 

 
 
 
 
 
 
 

※今後は管理監督者や裁量労働制の適⽤者についてもタイムカードやＩＣカード、出勤簿
等により労働時間を把握する必要がございます。
※管理監督者を含めたすべての⼈が対象です。
・医師による面接指導の対象となる労働者の要件
（改正前）
 週 40 時間を超える残業が

時間を超え、かつ、疲労の蓄積
が認められる者

全ての事業所で
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「つながらない権利」って？

 
 
 

 
◆「つながらない権利」とは
「つながらない権利」をご存じでしょうか
です。アメリカ・ニューヨーク市で現在、「勤務時間外のメール等への返信を労働者に強いることを禁じる」条例案が審議されていま
す。（日本経済新聞
 
◆先⾏する各国、各社の例
つながらない権利の法制化で先⾏したのがフランスです。
労使で協議するよう義務付けました。
い労働者
また、企業独自の施策として、ジョンソン・エンド・ジョンソン（午後
メールを受信拒否、自動削除）の例が知られています。日本企業でも、三菱扶桑トラック・バス（ダイムラーの⼦会社）が、同様
の措置をとっています。
 
◆「つながらない権利」で労使トラブル予防
日本では現状、法令などで「つながらない権利」が定義されている訳ではありません。とはいえ、使⽤者側が、明確な社内ルールや
指⽰に基づき「つながる」ことを求めた場合や、過剰に「つながっている」状態を把握しながらも黙認していた場合などは、労働から離
れることが保障されていない待機等の時間（いわゆる手待ち時間）として
外労働分の割増賃⾦を請求されるリスクや、労災発⽣時に認定基準における労働時間としてカウントされるリスク等々があります
ので、ある程度「つながらない権利」を意識
 
◆
実態として、勤務時間外や休暇中にメール・電話・ＬＩＮＥ等で「つながる」ことは珍しくありません。調査によれば、
働者が、「勤務時間外に電話・メール等で仕事関係の連絡をとる」ことが「よくある」「ときどきある」とのことです。（労働政策研究・
研究機構「裁量労働制等の労働時間制度に関する時間調査」（厚労省抽出分））
 
 
 
 
 
 
 
現在は、テレワークをはじめとする多様な働き方の浸透や、ＩＣＴ技術の普及
えます。「つながる」ことが良い結果を⽣む場合もあるでしょう。自社の実態を踏まえた「つながり方」を模索するべきではないでしょう
か。
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現在は、テレワークをはじめとする多様な働き方の浸透や、ＩＣＴ技術の普及
えます。「つながる」ことが良い結果を⽣む場合もあるでしょう。自社の実態を踏まえた「つながり方」を模索するべきではないでしょう
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働者が、「勤務時間外に電話・メール等で仕事関係の連絡をとる」ことが「よくある」「ときどきある」とのことです。（労働政策研究・
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企業のパワハラ防⽌を義務化
厚⽣労働省は、労働政策審議会に職場のパワーハラスメント防⽌

2019 年の通常国会に提出
を与えること」と定義し、防⽌策に取り組むことを企業に義務付けます
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厚⽣労働省は、18
来夏を目途に短時間労働者への適⽤拡⼤を検討し、
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人事労務
担当：
「人事労務
「やりたいことが実現可能なツールかどうか知りたい」
「事務所のレベルアップ
検討しています
などの方に向けてお送り致します
 
◆日時：平成
    
    
    
    
    
◆会場：

◆費用：
◆お申し込み締切：
◆お申込み、お問い合せ：
ページまで
https://ja
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企業のパワハラ防⽌を義務化 
は、労働政策審議会に職場のパワーハラスメント防⽌

年の通常国会に提出します
と定義し、防⽌策に取り組むことを企業に義務付けます

厚年・健保適⽤拡⼤の議論が始まる（
18 日、働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会の初会合を開きました

来夏を目途に短時間労働者への適⽤拡⼤を検討し、
を引き下げる必要がありますが、保険料の⼀部を負担する企業側の反発も強い

社会保険労務士法人サトー 
広島県広島市中区

社会保険労務士法人サトー 

人事労務ニュース 

人事労務 freee の概念、考え⽅、より効果的な使い⽅、はたまた弱点まで！
担当：サトーアソシエイツ株式会社

人事労務 freee を使ってみたいけど、よくわからない
「やりたいことが実現可能なツールかどうか知りたい」
「事務所のレベルアップ
検討しています。」 
などの方に向けてお送り致します

◆日時：平成 31
    「人事労務
    平成 31
    「人事労務
    平成 31
    「人事労務
◆会場：社会保険労務士法人サトー

（広島市中区
◆費用：お一人様
◆お申し込み締切：

お申込み、お問い合せ：
ページまで 
https://ja-jp.facebook.com/satoassociates/

-co.jp  E-mail

 

  （12 月 15
は、労働政策審議会に職場のパワーハラスメント防⽌

します。法律ではパワハラを「優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超えて、⾝体・⾁体的苦痛
と定義し、防⽌策に取り組むことを企業に義務付けます

厚年・健保適⽤拡⼤の議論が始まる（12
き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会の初会合を開きました

来夏を目途に短時間労働者への適⽤拡⼤を検討し、
が、保険料の⼀部を負担する企業側の反発も強い
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の概念、考え⽅、より効果的な使い⽅、はたまた弱点まで！
サトーアソシエイツ株式会社

を使ってみたいけど、よくわからない
「やりたいことが実現可能なツールかどうか知りたい」
「事務所のレベルアップもしくは個人のスキルアップのために

 
などの方に向けてお送り致します
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